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● 表示価格は税抜きです。 2018年10月 

No.2018-462 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

2018年新規配信タイトル 

社史で見る日本経済史 

全15巻セット特価 （分売可） 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

¥511,500 ¥767,250 1028515331 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

東京電気株式会社五十年史  - 1997 9784897142920 ¥34,100 ¥51,150 1028515332 

倉敷紡績株式会社回顧六十五年  - 1998 9784897142999 ¥34,100 ¥51,150 1028515333 

内外綿株式会社五十年史 日本経営史研究所 1999 9784897148229 ¥34,100 ¥51,150 1028515334 

京都織物株式会社五十年史 日本経営史研究所 1999 9784897148236 ¥34,100 ¥51,150 1028515335 

宝田二十五年史 日本経営史研究所 1999 9784897148243 ¥34,100 ¥51,150 1028515336 

大阪電灯株式会社沿革史 日本経営史研究所 1999 9784897148250 ¥34,100 ¥51,150 1028515337 

大同電力株式会社沿革史 日本経営史研究所 1999 9784897148267 ¥34,100 ¥51,150 1028515338 

東京瓦斯五十年史 日本経営史研究所 1999 9784897148274 ¥34,100 ¥51,150 1028515339 

藤本ビルブローカー証券株式会社三十年史 日本経営史研究所 1999 9784897148281 ¥34,100 ¥51,150 1028515340 

明治生命五十年史（付 明治生命四十周年記念） 日本経営史研究所 1999 9784897148298 ¥34,100 ¥51,150 1028515341 

郡是製絲六十年史 日本経営史研究所 2000 9784843302422 ¥34,100 ¥51,150 1028515342 

大日本人造肥料株式会社五十年史 日本経営史研究所 2000 9784843302446 ¥34,100 ¥51,150 1028515343 

建業回顧—三菱電機株式会社社史 満30周年記念出版 日本経営史研究所 2000 9784843302484 ¥34,100 ¥51,150 1028515344 

トヨタ自動車20年史 上  - 2009 9784843332115 ¥34,100 ¥51,150 1028515345 

トヨタ自動車20年史 下  - 2009 9784843332115 ¥34,100 ¥51,150 1028515346 

日本における会社・企業の誕生は、1869（明治２）年の通商会社・為替会社を嚆矢として、ついで銀
行の設立、明治１０年代末からの会社勃興期へと続きます。この１４０年をこえる歴史の中で、すでに
明治期から会社史といわれるものが見られますが、昭和期に入り飛躍的に増加します。本シリーズは戦前
から刊行されている様々な分野の数多くの社史の中から「古典」的名著といわれる社史を精選し、集録す
るものです。 

電子ならではの検索機能で 
資料の活用の幅も 

さらに広がります！ 

植民地編に続いて 
本編が登場！ 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 2018年10月   ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

書名 発行年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

冊子版ISBN 商品コード 

第1巻 台湾商工銀行誌（1916）ほか 2001 ¥29,854 ¥44,781 9784843304174  1024721139 

第2巻 京城日報社誌（1920）／朝鮮郵船株式会社二十五年史（1937）/朝鮮米穀倉庫株式会社（1936？） 2001 ¥29,854 ¥44,781 9784843304181  1024721140 

第3巻 朝鮮運送株式会社十年史（1940） 2001 ¥29,854 ¥44,781 9784843304198  1024721141 

第4巻 満洲市場株式会社二十年史（1938） 2001 ¥29,854 ¥44,781 9784843304204  1024721142 

第5巻 満洲中央銀行十年史（1942） 2001 ¥29,854 ¥44,781 9784843304211  1024721143 

第6巻 事業概観 創立三周年記念（台湾拓殖株式会社 1940）/ほか 2002 ¥29,854 ¥44,781 9784843305706  1024721144 

第7巻 裏南洋開拓と南洋株式会社（1925）/南洋開拓拾年誌（1932）/南洋開拓と南洋興発株式会社の
現況（1935）（以上南洋興発株式会社） 

2002 ¥29,854 ¥44,781 9784843305713  1024721145 

第8巻 朝鮮興業株式会社既往十年事業概況（1914）/既往十五年事業概要（朝鮮興業株式会社）/ 
朝鮮興業株式会社二十五年誌（1929）/朝鮮興業株式会社三十周年記念誌（1936） 

2002 ¥29,854 ¥44,781 9784843305720  1024721146 

第9巻 創立三十周年記念 朝鮮勧農株式会社社誌/朝鮮勧農信託株式会社定款/朝鮮土地改良株式会
社誌（1936）/朝鮮開拓株式会社沿革（1937）/羅津雄基土地興業株式会社営業案内（1934） 

2002 ¥29,854 ¥44,781 9784843305737  1024721147 

第10巻 東亜煙草株式会社小史（1932）/朝鮮煙草元売捌株式会社誌（1934） 2002 ¥29,854 ¥44,781 9784843305744  1024721148 

第11巻（上） 株式会社立石商店廿五年沿革史（朝鮮釜山 1936） 2002 ¥14,927 ¥22,390 9784843305751  1024721149 

第11巻（下） 株式会社立石商店廿五年沿革史（朝鮮釜山 1936）丁子屋小史（1937） 2002 ¥14,927 ¥22,390 9784843305751  1024721150 

第12巻 鴨緑江林業誌（1919） 2002 ¥29,854 ¥44,781 9784843305768  1024721151 

第13巻 鞍山製鉄所事業概観（1930） 2002 ¥29,854 ¥44,781 9784843305775  1024721152 

第14巻 満州電線株式会社開業五周年（1943） 2002 ¥29,854 ¥44,781 9784843305782  1024721153 

第15巻 満鮮拓殖株式会社五年史（1941） 2002 ¥29,854 ¥44,781 9784843305799  1024721154 

第16巻 新高略史（新高製糖株式会社1935年）/昭和製糖株式会社十年誌（昭和製糖株式会社1937年） 2003 ¥29,854 ¥44,781 9784843309896  1024721155 

第17巻 京城電気株式会社二十年沿革史（京城電気株式会社1929年）/伸び行く京城電気 
（京城電気株式会社1935年）/開城電気株式会社沿革史（開城電気株式会社1936年 ） 

2003 ¥29,854 ¥44,781 9784843309902  1024721156 

第18巻 平壌電気府営誌（平壌府1927年）/新義州電気株式会社二十五年史 
（新義州電気株式会社・阿部薫編1936年） 

2003 ¥29,854 ¥44,781 9784843309919  1024721157 

第19巻 咸南合同電気株式会社沿革史（咸南合同電気株式会社1940年）/ 
江界水力電気株式会社沿革史（京城）（江界水力電気株式会社1944年） 

2003 ¥29,854 ¥44,781 9784843309926  1024721158 

第20巻 撫順炭礦（南満洲鉄道株式会社・撫順炭坑1909年） 2003 ¥29,854 ¥44,781 9784843309933  1024721159 

第21巻 大連汽船株式会社二十年略史（大連汽船1935年） 2003 ¥29,854 ¥44,781 9784843309940  1024721160 

第22巻 国際運輸株式会社二十年史（国際運輸株式会社1943年） 2003 ¥29,854 ¥44,781 9784843309957  1024721161 

第23巻 大田電気株式会社沿革史（1937年）/朝鮮瓦斯電気株式会社発達史（釜山1938年） 2004 ¥29,854 ¥44,781 9784843314449  1024721162 

第24巻 大興電気株式会社発達史（1934年）/大興電気株式会社沿革史（京城1939年） 2004 ¥29,854 ¥44,781 9784843314456  1024721163 

第25巻 株式会社朝鮮商業銀行沿革史（1942年）/朝鮮信託株式会社十年史（1943年）/ 
創業弐拾周年を迎へて（共済無盡㈱1932年）/釜山無盡株式会社二十年史（1941年） 

2004 ¥29,854 ¥44,781 9784843314463  1024721164 

第26巻 株式会社仁川米豆取引所沿革（1922）/ 株式会社京城株式現物取引市場沿革誌（1923）/ 
朝鮮取引所史（1935）/米取謎の三十年史 新興の釜山米界（1932） 

2004 ¥29,854 ¥44,781 9784843314470  1024721165 

第27巻 朝鮮棉業株式会社沿革史（1917）/朝鮮綿花株式会社三十年史（1943）/朝鮮油脂株式会社 会
社概況（1937）/営業案内（龍山工作㈱1938）/創立二十五周年記念写真帖（朝鮮皮革㈱1936）/ 
 経歴書（朝鮮商工㈱鎮南浦1936） 

2004 ¥29,854 ¥44,781 9784843314487  1024721166 

第28巻 満州興業銀行誌（1942）/満州興業銀行実務誌（1939） 2004 ¥29,854 ¥44,781 9784843314494  1024721167 

第29巻 満業並在満関係会社事業概要（1939）/満業ノ概要（満洲重工業開発会社1938）/満州重工業資
源開発の現状（満洲重工業開発会社1939）/大陸に雄飛する満業と関係会社之全貌（1938） 

2004 ¥29,854 ¥44,781 9784843314500  1024721168 

第30巻 東亜勧業株式会社拾年史（1933） 2004 ¥29,854 ¥44,781 9784843314517  1024721169 

第31巻 東亜旅行社満洲支部十五年誌（1943） 2004 ¥29,854 ¥44,781 9784843314524  1024721170 

第32巻 原田商事四十年史（1944） 2004 ¥29,854 ¥44,781 9784843314531  1024721171 

第33巻 大連取引所信託株式会社略史（1940）/満洲生活必需品株式会社概要（1940年版・1941年版）/
満洲生活必需品株式会社ノ設立事情・機構及動向（1940）/日満商事株式会社概要（1943）/ 
電電の十年（満洲電信電話㈱1943） 

2004 ¥29,854 ¥44,781 9784843314548  1024721172 

第34巻 台湾日日三十年史—附台湾の言論界—（1928） 2004 ¥29,854 ¥44,781 9784843314555  1024721173 

第35巻 基隆軽鉄株式会社創業二十年史（1933）/台湾畜産株式会社十周年誌（1930）/ 
台湾畜産株式会社二十周年誌（1939） 

2004 ¥29,964 ¥44,946 9784843314562  1024721174 

好評配信中タイトル 

全35巻揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥1,045,000 ¥1,567,499 

社史で見る日本経済史 植民地編 35巻 
戦前の日本経済史研究、また在留邦人の実態を具体的に知る上で欠かせない基本資料。戦前の主要
植民地企業の社史をはじめて網羅的に集成。 



● 表示価格は税抜きです。 2018年10月   ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

2018年新規配信タイトル 

明治から昭和初年までの欧米を中心とした海外渡航案内を集成。識者たちによるアドバイ
スは、当時の日本の異文化理解の可能性と限界、日本人の異文化認識のパターンを如
実に顕わしています。異文化コミュニケーション・国際文化・比較文化研究に寄与する文献
です。    

近代欧米渡航案内記集成 

書名 著編者 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

西洋旅案内／海外出稼案内 （1）  福沢 諭吉 9784843301241 ¥34,100 ¥51,150 1028499591 

青年之渡米最近視察苦学者の天国／海外苦学案内 （2）  吉村 大次郎 9784843301258 ¥34,100 ¥51,150 1028499592 

最新正確布哇渡航案内／最近渡米策 （3）  木村 芳五郎 9784843301265 ¥34,100 ¥51,150 1028499593 

最近渡米案内／渡米の秘訣 （4）  山根 吾一 9784843301272 ¥34,100 ¥51,150 1028499594 

立身致富海外渡航案内 （5）  朝報社 9784843301289 ¥34,100 ¥51,150 1028499595 

米国旅行案内 （6）  上村 知清 9784843301296 ¥34,100 ¥51,150 1028499596 

欧米視察案内 （7）  林 富平 9784843301302 ¥34,100 ¥51,150 1028499597 

欧州旅行案内 （8）  上村 知清 9784843301319 ¥34,100 ¥51,150 1028499598 

千五百円三ヶ月間欧米見物案内 （9）  滝本 二郎 9784843301326 ¥34,100 ¥51,150 1028499599 

米国旅行案内 （10）  滝本 二郎 9784843301333 ¥34,100 ¥51,150 1028499600 

欧米大学生活 （11）  馬郡 健次郎 9784843301340 ¥34,100 ¥51,150 1028499601 

欧羅巴案内 （12）  馬郡 健次郎 9784843301357 ¥34,100 ¥51,150 1028499602 

全12巻揃価格 （分売可） 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 冊子版ISBN 商品コード 

¥409,200 ¥613,800 9784843301234 1028499590 

2000年発行  



● 表示価格は税抜きです。 2018年10月   ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

上海商工会議所『金曜会パンフレット』 

年表で見るモノの歴史事典 

本書は、多くの図書館の人たちからの「こんな本を作ってほしい」との声に
よって企画されました。私たちの日常生活に関わりのある「モノ」150点を収
録。知りたい時にすぐ引け、あの「モノ」この「コト」の成り立ち、歴史が一目
ですぐわかります。 

1995年発行  

書名 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

年表で見るモノの歴史事典 （上） 9784897140056 ¥34,100 ¥51,150 1028499604 

年表で見るモノの歴史事典 （下） 9784897140063 ¥34,100 ¥51,150 1028499605 

全2巻揃価格 （分売可） 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 冊子版ISBN 商品コード 

¥68,200 ¥102,300 9784897140070 1028499603 

●上巻 
★よそおう★ 靴／化粧品／ネクタイ／染物／下着／洋服／水
着／靴下／鏡 他  
★すむ★ あかり／家具／ガラス／絨毯／ストーブ／銭湯／トイ
レ／別荘 他  
★たべる★ 駅弁／鰹節／米／こんにゃく／チョコレート／海苔
／パン／麺 他  
★のむ★ 紅茶／牛乳／コーヒー／茶／清涼飲料／タバコ／日
本酒／ビール 他  
★いく★ 温泉／劇場／公園／城／灯台／図書館／博覧会
／百貨店／遊園地 他 

●下巻 
★あそぶ★ 玩具／折紙／オルゴール／からくり／かるた／凧／人形／
花火 他  
★つかう★ 鉛筆／貨幣／カメラ／切手／暦／コンピューター／時計
／農具 他  
★のる★ エレベーター／機関車／自転車／自動車／飛行機／ロケッ
ト 他  
★みる・きく・よむ★ 顕微鏡／広告／三味線／電話／テレビ／ピアノ
／眼鏡 他 

各巻収録内容 

好評配信中タイトル 

全１１巻・別巻１ セット価格 
  同時１アクセス（本体）：  ¥435,600 
  同時３アクセス（本体）：  ¥653,400 
  商品コード：1016470582  

 

分売価格についてはお問合せください。 

1928年6月に上海日本商工会議所が中心となって結成された団体「金曜会」。当時、上海では「排日」が激化する中、 
商工会議所と各業種の組合、三井・三菱の代表が集まり、情勢検討や対策会議を毎週金曜日に開催したことが由来である。 
その後、かなり広範囲の日本企業がこの会に関わり「排日」を主軸とした印刷物としては大変貴重で特異な史料である。 

○1929年から十有余年、第一次上海事変前から占領期までの「排日」を主軸に刊行された。 
○上海を中心とした「排日」活動の実態、日本の損失、国民政府の政策とその批判等が伺われる。 
○1930年代における中国側の民族運動に対する日本側の認識、対応も読み取ることが出来る。 

第1号[1929(昭和4)年]～第225号[1939(昭和14)年] 
を臨時号を含め、全号網羅。 

監修・解説  金丸裕一（立命館大学教授） 
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